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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

【グループワーク 2】 B 班 

 

（F） まずグルーピングをするらしいですが、 

 

―― 読まないことには。 

 

（F） 読みましょうか。「原子力の複雑さをどう整理するといい？」。「順調とは、ずっと

安全と信じられること？」。「信じられるためにはどうしたら？」。 

 「どうして無関心なら、賛成、批判すべきではないのか」。 

 

―― うーん、民主主義の基本な気もしますが。 

 

（F） 「順調でも問題意識必要では？」。「政府への信頼が必要なら、どういうアプローチ

がいいと思いますか？」。 

 

―― 難しいですね。 

 

―― これと同じじゃないですか。 

 

（F） うーん、そうかな、そうですね。 

 「教育のやり方は？」。「後から文句を言いたくないが、どう意見を言ったらいいのかわ

かりません。どうしたらいいですか」。難しいですね。 

 

―― まあ、「複雑さ」と関係しているんですよね。 

 

（F） そうですね。複雑さ、かな。 

 「原子力を身近な問題としてとらえるにはどうしたら良いですか」。教育でしょうか。 

 

―― そうですね、情報とか教育ですね。 

 

（F） 『「原子力技術は専門的→無関心になる」 納得できるが、対策は？』。身近な問題

としてとらえるには、とこれは仲間ですね。 

 「原子力がエネルギーの主力と考えていくのか？」。これはなんだか、 
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―― 次回の課題ですね。 

 

（F） 次回の課題ですね。 

 『「ムラ」を変えるには関心が必要ではないのか？』。ええと、後から文句を言いたくな

いが、とこれは近くないですか？ 

 

―― 今の質問は、「ムラ」の中は世の中が騒ごうが全然関心を持たないということです

か？ 

 

（サブ F） そうではないでしょう。「ムラ」を変えるには、だから。 

 

―― 「ムラ」を変えるには、世間が関心を持つ必要があるのではないか？ ということ

だと思います。 

 

（F） 「賛成反対の意見があれば、その時点で無関心ではないのでは？」。 

 

―― 「どうして無関心なら、賛成、批判すべきではないのか」に近いような。だから、

ここで話し合うべき内容ではないような気がします。 

 

（サブ F） 却下ですか。 

 

―― 却下というか、民主主義とは、みたいな感じですよね。 

 

（F） では、ホールドということで。 

 

―― ええ、スコープ外みたいな。 

 

（サブ F） そうすると、ここら辺と、ここら辺と、ここら辺ですね。 

 

―― おお、3 つになったじゃないですか。ただ、うまく分けないと。 

 

（F） そうですね。 

 

―― この質問は、こっちでいいんでしたっけ？ 
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―― でも、ちょっと距離があるかなという感じなのですよね。 

 

（F） そうですね。まず、どの辺りを話し合いたいですか？ 

 

―― ここは情報提供とか、教育のやり方ですよね。 

 

―― 教育というのは、問題意識を持たせる教育なのか、知識を持たせる教育なのか。 

 

（サブ F） それは質問を選んでから話し合えばいいことですよね。今は、どの質問にする

かを考えましょう。 

 

―― これは「信じられるためにはどうしたら？」だから、これと似ていますね。 

 

（F） 確かにそうですね。 

 

（サブ F） では、これでいいですか？ 

 優先順位①、②、③をつけて、意見を出しあうということになっています。 

 

（F） 優先順位というのは、考えやすい順でもいいんでしょうか？ 

 

（サブ F） いいのではないですか。皆さんが意見が出しやすいもので。固まってしまうと

進まないですからね。 

 

（F） そうですよね。どれが取りかかりやすそうですか？ 

 

―― 簡単なのは教育じゃないですか？ 学校で教えるとか、そういう感じが。 

 

―― これもずいぶん意見が分かれそうですね。 

 

―― でも、答えは出せますよね。 

 

（サブ F） そうです。ご自分の意見を書けばいいのです。 

 

―― 何も出せないということはないので。そういうのを避けたいということですよね。 

 

（F） そうですね。 



 - 4 - 

 では、情報とか、教育とか、関心を持ってもらうにはどうしたら、という感じで、皆さ

ん書いていただけますか。 

 

―― 学校教育しかないような気がする。 

 

―― でも、今学校に通っていない人たちには説明できないですよね。 

 

―― それはまた考える。その世代が上がるまで、20 年待つとか。 

 

―― 何か、近くの集会場に皆集めるとか、それぐらいやらないと。 

 

（サブ F） そうですね。別に学校だけが教育じゃないから。 

 

（記入中） 

 

―― 優先順位②、③はつけないのですか？ 

 

（サブ F） どちらを②にしましょうか？ 

 

（F） どちらがいいですか？ 

 

―― いや、いいですかと言われてもあれですが…。答えやすいかどうか。 

 

―― こちらは完全にこの問題の核心をついているというか、今日のテーマの一番聞きた

いところですよね。 

 

（F） まとめだから、こちらを③にしたほうがいいですか？ 

 

―― そうですね。こっちは具体性がないから、ちょっと難しいですよね。 

 

（サブ F） では、これを③にしておきます。 

 

（F） では、同時に書けるものがあれば、①を書きながら、②も③も書いてください。 

 

（サブ F） それでもいいし、まずは①を書いていただいて。 
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（F） うーん。信じられるためにはって、もう、宗教のようなことかな。 

 

（サブ F） 安全と安心は違うって、よく言いますよね。 

 

（記入中） 

 

（F） どうでしょうか。意見を聞きながら書いていただいてもいいと思いますので。 

 とりあえず、①が一番出やすそうなので、ぐるっとこちらからお願いします。 

 

―― 電力の原子力発電の役割の話と、事故対応の仕組みと安全性、リサイクルを含む原

発システムのメリット・デメリット・リスク、というところを正しく教えないといけない

のかなと思います。 

 

（F） 教えるということですか？ 

 

―― ええ。技術的に細かくいろいろやっても、それは教育にならない、議論にならない

んじゃないかと思います。 

 

（サブ F） あまり難しくても分からないということですね。 

 まずは全員に聞いていきましょう。 

 

（F） はい、そうですね。 

 

―― 教育イコール政府の仕事なので。 

 公平なメリットとデメリットの説明ができるのか。推進する気があれば、メリットのほ

うが多くなりますよね。だから、そういう偏りが出ないような教育って本当にできるんだ

ろうか、と思います。 

 

（F） はい。では次の方。 

 

―― 学校教育だと思います。全員にやるという点では、義務教育が必要だと思います。 

 あと、これは書いていないのですけれども、実は他の班に質問で書いたのですけど、今

のお話と一緒で、結局政府が教育しても、政府は推進してきたから、反対派の人から見た

ら受け入れられないのかなという気はします。 

 あと、成人をどうするかという話ですけど、成人の人には、やはり希望者に専門家が説

明をするという感じじゃないかなと思います。強制はさせない。責任のある人というのは、
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学会とかそういうのではなくて、やはり政府として責任が持てる人。 

 

（サブ F） 希望者に、というのがポイントでしょうか。 

 

―― 強制というのは、ちょっとあれかなと。 

 

―― 私は、先ほども言ったように、やはり興味のある人から教えていくべきではないか

なと。そのためには教育機会を増やすことが大切ではないかなと思います。 

 教育のやり方ということで思ったのですけれども、放射能がどうして有害なのかを知ら

ない方が多いのではないかと思うのですよね。原爆の話とかで、あいまいに放射能が危な

いというイメージがついてしまっているような気がするので。本当に客観的に、体の中で

どういうふうに作用するのかとか、ちゃんと教えるべきではないかと思いました。 

 

（F） では、私。いまいちなのですけど。 

 やはり教育というのは敷居が高いというか、ある程度イデオロギー的なところがあるの

で、もっと小さいところからやれるような、1 人 1 人とか、もっと小さな単位で興味を持た

ないとできないことかもしれない。 

 Twitter って書きましたけど、Twitter もどうかとも思うのですけれども、もっと自由に

発言できる場。口に出すことができれば、そういえばそうだよね、ってだんだん話も広が

っていくと思うので。今は、皆閉ざされているというか。興味もないから話にも出ないの

かもしれないのですけど、もう少し何かきっかけがないと、興味も持てないのかなという

気がします。 

 ええと、①をやってから次をやるのでしたよね？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） では、皆さんから出た意見に対して、またこれもグルーピングをしたり、あとは、

他の意見があれば。①の質問に対する回答を作らないといけないのですよね。どうでしょ

う？ 

 結構、納得させるには、公平性とかもあるのかなという気もしましたけど。 

 他にもいろいろ出ているので、いかがでしょう？ 

 まず、教える内容とかやり方とかでしょうか？ 

 

―― 学校教育という話になると、どうしても、先生によって偏りが出てきてしまうので

はないかと思うのです。だからといって、専門家も専門家なりの意見の派閥とかがあるの

で、そこら辺も難しいところですけれども。 
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―― 公平というのは、メリット・デメリットというと、なかなか難しい。立場によって

変わるから。 

 先ほどの放射線がどうして有害かということも、放射能と放射線の違いですら、いろい

ろ分かりやすくないから、電球と何か（光）とか、そういうのは最低限必要だと思うので

すよね。そうでないと、過剰に心配しすぎてもいけないし。ただ、あとのところはなかな

か難しいかなと思って。 

 

―― 結局、放射線も、どういう影響が出るかは確定していないのですよね？ 

 

―― そうですね。まあ、分からないというのが第一の。 

 

―― 高いところ、いっぱい浴びたときのことはよく分かっているのですけど。 

 少ないところは運でしょう。ガンと一緒ですから、運ですよ。たぶん、ゼロじゃないで

すよね。 

 

―― そうですね。ネズミの実験はくさるほどやられているのですけれども、人体実験は

できないので。 

 

―― 一度、アメリカで、ガン患者にプルトニウムを飲ませてやったというような、推進

派のほうの人の研究には出ているのですけれども。 

 

―― そうですね。そういうのはあるのですけど、どうも、生命科学的に考えたときに、

個人差がかなりあるのではないか、という話になったのですよ。 

 

―― 結局、確率的な被ばくというのは、何世代か、もしくは何十年か経たないと、結果

が出ない。 

 

―― 遺伝はないのですけど。 

 

―― 遺伝はないと言われていますよね。でも、チェルノブイリはありますよね。なんか、

あれは嘘だったのかなという気がするのですけど。まあ、それは今議論してもしょうがな

いのですけど。 

 

―― 脊髄に放射能が入れば、やはり、いろいろなものがあるから。体内被ばくもあるし。

だから、放射能自体が結果が出ていない話なので。 
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―― どこまでが、という境界がないのですよね。 

 

―― しきい値っていうやつですか？ どこまでが安全で、 

 

―― 100 ミリシーベルトで 100 人に 1 人がガンになるんでしたっけ？ 

 

―― 100 ミリシーベルトではほとんどならないんじゃないですか。 

 

（F） こういう感じで増えていくんじゃないですか？ あ、しきい値か。 

 

―― しきい値があるのはガンではないですよ。白内障と、皮膚と、なんでしたっけ、昔

勉強しましたよね。まあ、それを今議論してもしょうがないので。 

 今議論すべきは、その線量の影響がいいかどうか、ということですよね。 

 

（F） だから、医学的に教えるべき、と書いてありますが、それができる人がいるのか、

ということですよね。 

 

―― これは難しいですよね。中学校だとたぶん分からない。やるなら高校以上だと思い

ますね。 

 

（F） それは、希望者に、ということですかね。 

 

―― 高校は義務教育ではないから、日本人全員が受ける教育ではなくなってしまいます

よね。 

 

（F） 興味のある人に、 

 

―― 結局そうなってしまいますよね。 

 

（F） 興味のある人には正しい知識を持ってほしい、というのはありますけど。ただ、今

のところ、どれが正しいのかが分からないのですよね。 

 

―― 医学的にどこまでが危ないというのは分かっていないのですけれども、生命科学的

に、体に当たった放射線がどういうふうに作用するのかまでは分かっているのですよ。 
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―― 何が起こるかということですね。 

 

―― そうですね。何が起こるかまでは分かっているので。そこを説明するだけでもだい

ぶ変わるのではないかなと。 

 

―― それは重要ですよね。 

 これもそうですよね。メリット・デメリットは自分が判断すればいいので、現状どうな

っているのかと。 

 

（サブ F） それがこれでしょう？ 

 

―― いや、私が思うのは、こういうのは、何を教えるのかというのはありますけど、少

なくとも地震の前は日本の電力の 3 割くらいが原子力だったじゃないですか。日本を支え

ているエネルギーについて国民が何も知らないのは、ちょっとどうかなと思うのですよ。

それくらいのことを教えるのはいいのではないかと思っています。 

 それ以上踏み込むと、確かに、先生が反対するとか、いろいろあるかもしれないけど。

なるべく、技術論に特化するのがいいのではないかと思います。 

 

―― 客観的に。 

 

―― そうですね。サイエンスとか、技術とか、そういうことに特化して教える。良い悪

いとか、そういう倫理は置いておくというのが基本だと思いますけれども。 

 

（F） なるほど。そういったところでまとめてもよろしいですか？ 

 

―― では、大人に対しては、希望者ということですね。 

 

―― 高校でやるのでしたら、高校はほぼ義務ですから。 

 

―― まあ、ほぼ義務ですけどね。 

 

（サブ F） これでいいですか？ 〔日本を支えているエネルギーのことくらいまでは、国

民に教える〕。 

 

―― と思いますけど。ただ、地震の後は変わってしまいましたけど。ほとんど支えてい

ないような。数パーセントしか支えていない。 
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―― 環境教育基本法というものが昔できて、拠点校を作ったりして。ごみのリサイクル

とか、もう皆が同じ価値観になっているものだけはいろいろ教育ができているけど。 

 原子力の教育基本法とか、そういう制度を作るとか。あまり数字ばかりが踊って、正し

く理解しないのはよくないかなと。科学というのは、正しく理解させるためだけの最低限

のことをしないと、なかなか難しいのかなと思います。 

 

―― そうですね。最低限を、と思いますけどね。 

 海外の教育はどうなのでしょうね。フランスみたいな、ほとんど原子力の国で、どう教

えているのかなと。 

 

―― フランスで何をやっているのかなと。 

 

―― そう、気になりますよね。 

 

―― 都会のそばに原子力発電所があって、いろいろ、 

 

―― あとは、アメリカとか。 

 

―― アメリカなんかは、もう完全に市街地から離しちゃっていますよね。 

 

―― いや、教育の話です。どこまで教えているのかなって。アメリカも 10％か 20％くら

いは原子力だと思うのですけど。ほとんどは火力だったと思いますけど。 

 

（F） 基数は多いですよね。 

 

―― 多いですけど、あれでも割合としては確か少ないのですよ。いかに国がでかいかっ

ていうことですね。 

 なんか、あまりまとまりがないのですけど、大丈夫ですかね。 

 こういうのはちょっと難しいんじゃないかな。核燃料サイクルとかは大人向けかな。義

務教育ではちょっと難しいですよね。成人向けですよね。 

 

―― 大宮に、テプコソニックという、東京電力の原子力を説明してくれる子供向けの施

設があったのですよ。今は、原発の影響か分からないですけど、つぶれてしまったのです

けど。そういうのがあって、私は割と小さいころからこういうのは分かっていたつもりに

はなっているので。 
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―― ただ、電力会社がやると、今のご時勢だと、都合のいいことしか教えないのではな

いかと思いますよね。 

 

―― そうですよね。やはり信頼を取り戻すしかないのかな。 

 

（サブ F） 優先のものを上に持っていきますか？ 順番を貼り換えるということで。 

 

（F） そうですね。では、まず学校教育とか、教育的なもので、基本的なもの、放射線が

どうしていくかなどを教えると。 

 

―― 学校教育で最低限、みたいな。 

 

（サブ F） 学校教育の場合は、教えるのは先生ですか？ 

 

―― 原子力学会では、学校の先生に対する教育も必要という議論もあるのですよね。 

 

（サブ F） 〔先生の教え方の偏り〕。これもまたテーマですよね。誰が教えるのか。先生

の教育はどうするのか。 

 

―― 今、希望者の先生にはやっているのではないかと思いますけど。 

 

（サブ F） 放射線はやっています。 

 ええと、先ほどおっしゃったことを確認したいのですが、 

 

―― 海外がどうしているか。教育の方法ですね。大人も含めて。 

 

（F） 海外の教育の内容とやり方、どのようにしているかということですね。 

 

―― それを参考にするということですね。 

 

（F） そうですね。それは聞いてみたいところはあります。 

 あ、私、勝手に丸をつけちゃいましたけど。 

 

―― いいんじゃないですか。 
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（サブ F） 学校では限られているから、〔草の根的な教育運動〕も必要ということでいい

のではないですか？ 

 

―― 原発に関してだと、その周りの子供とか、妊婦の追跡調査で、発がん率、発病率は

かなり細かく調べていますよね。 

 

―― 事故後ということですか？ 

 

―― いや、原発を作った時点で。 

 

―― そうなのですか。でも、1F 事故みたいな事故は想定していないですよね？ 

 

―― ええと、どの時点からかはよく覚えていないですけど、スリーマイル島くらいから

は、環境に対する影響というんですか、発がん率とか、そういうものはかなり細かく調べ

ているはずです。 

 

―― それは、線量が分かればということですよね？ 

 

―― いや、線量は関係なく、原発自体の影響がどう出るか。 

 

―― いや、それは、どういう事故か、ストーリーを仮定しないと出ませんよね。どれく

らい放出があったか。たぶん、今回みたいな放出は想定されていないと思います。 

 

―― ええ、ただ、微量でも人体への影響があるだろうということで、かなり細かい数字

を、 

 

（F） すみません、では次は、 

 

（サブ F） ②にいきましょう。 

 

（F） ②にいきます。順調でも問題意識が必要とか、信頼するためにはどうしたら、とい

うことですが、こちらからいきましょうか。 

 

―― はい。この質問を見て一瞬思ったのが、結果論的な感じがしますよね。順調でも問

題意識が必要では、というのは、事故が起きたから言えることであって。 

 しかも、原子力は、事故が起こる前までは、どちらかというと温暖化のほうに目がいっ
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ていたので。火力発電がかなり悪者にされていた時期があったのですけれども。それを考

えると、お門違いというか。じゃあ、順調なときに同じ意見が言えたのか、という話にな

りますから、結果論的な感じがします。 

 あとは、学者レベル、実務者レベルではだいぶやっていたと思うのですけど。 

 

（サブ F） 何をですか？ 

 

―― ああ、安全のための議論というか。 

 

（サブ F） 安全の議論ということですね。 

 

―― そうですね。実務者は、たぶん自分の安全を守るために、という感じでやっている

と思うので。だから、順調の中でも、安全についての問題提起とか議論はあったのではな

いかなと思いました。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。では、次の方。 

 

―― 信頼の回復のためには、1F 事故のみそぎしかないと思います。それを踏まえての対

策をしないと、国民が納得しないと思いますね。それだけです。 

 

（サブ F） そちらの方、どうですか？ 

 

―― ちょっと思いつかなくて。 

 

―― 私も。 

 

（F） では、すみません、私。 

 私は、先ほどの方と同じで、専門家はたぶんもう粛々と、信頼を回復させるためにやっ

ているだろうなというのと。 

 それから、安全の議論を今までもやっていたのですけれども、重大事故に対してはやっ

ていなかったと思うのですよ。今、ここをすごいやっているので。津波も、想定の想定を

さらに超えるような防潮堤を作ったり、電源車を配備したり、あらゆることをやっている

のですけれども、そういったことをして、信頼を得るしかないのだろうなというのはあり

ます。 

 

―― その過酷事故の、過酷というところをどこまで想定するかとか、そういう議論はあ



 - 14 - 

るのですか？ 

 

（F） 国なら、今は規制委員会ですよね。 

 

―― コストの問題と、成り立つ、成り立たないかという、 

 

―― でも、どうなのですかね。日本で考えていた人はいたのでしょうか。我々は嘘を教

えられていましたよね。水がなくなったら臨界が止まって安全、みたいな。専門家も、学

会で嘘を習っていましたよね。 

 

（総合 F） 皆さん、あと 15 分で共有に入りますので、よろしくお願いします。 

 

（F） あとは、やはり相手があるので、信じられるためには一方通行でやるのではなくて、

話を聞いて、相手はこう思っているらしい、ではこっちはこうしなきゃという、一対一対

応をちゃんとすべきかなと。 

 

（サブ F） では、②に関して何か議論があったら、それを先にしましょうか。 

 

（F） いかがでしょうか？ 

 

―― 「順調でも問題意識が必要では」というのは、誰に問題意識を持たせるのか、問題

を共有するのか。今までは批判するだけで、議論の場に乗らなかったというのが一番の問

題で。過酷条件というのが議論の場に乗るような仕組みが必要ではないかなと。 

 

（F） 確かに、どこまでやればいいのか、判断する人は大変なのだろうなって。ものすご

い度外視されてきて。 

 

―― アメリカから情報が入ったり、テロというものがあるのに、日本の中で全然議論に

ならない。 

 

（F） だから、今、海外並みにスタンダードを上げようとしているというか、世界で一番

安全にしようと言ってやっていますけど、そうするとものすごいですよね。 

 

―― コストの問題。議論をして、どこで取るかという問題と、議論をしない、考えない

という問題は、別だと思うのですよね。 
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（F） 苛酷事故にも対応できるような、安全性を高めるような、それこそ、竜巻でも火山

でも何でも来いという感じで今やっていますけど。 

 

―― 私の意見なのですけど、今、電力会社さんがいくら頑張っても、結局国民がそれを

信じないのではないかという気がするのですよ。今まで安全と言っていて、駄目だったじ

ゃないかと言われたら、返す言葉がないですよね。 

 

（サブ F） 電力会社のことを、国民が信じないと。 

 

―― 政府も含めて。今、原子力に対して、国民が信じていないですよね。やはり何かを

変えないと、今のままじゃ、何をやっても変わらないような気がします。 

 

（サブ F） 先ほどのお話で、コストのことも付箋に入れますか？ 

 

（F） そうですね。コスト度を外視しているところがありますね。 

 

―― 完全に安全に、ということになれば、企業がやるのは無理でしょう。 

 

（F） 本当は国がやらないと無理なのですよね。 

 

―― そうしたら、もう、国営ですよね。 

 

―― 全然、民間企業のやる仕事じゃない。 

 

―― 現実、あれだけ優良企業だった東電さんが、一発で傾いちゃったわけですからね。 

 

―― 完全に破産状態で。 

 

（F） そうですね。フランスみたいに、国でやってほしいところはありますよね。 

 

―― フランスもだいぶ売っちゃいましたけどね。 

 

―― 信頼性を回復するにはということで、 

 

―― そうですね。そうしないと、もう話が始まらないと思うのですよね。 
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―― 民間企業だとギリギリでしょう。結局コスト面から言ったら。 

 

（サブ F） ③に行きますか？ どうしますか？ 

 

（F） はい。では、③に行きますか。 

 

―― 難しいですね。 

 

―― 私がよく分からないのは、フランスとか、アメリカとの制度の比較というのはちゃ

んと出ているのかなと。日本と何が違うのか。フランスは全部国営だし、アメリカは NRC

とか、委員会方式だし。良い点悪い点を比較して聞いたことがないので。 

 

（F） 確かに今まで、割と取りこんでいないところもあったと思います。過酷事故とか。 

 

―― その責任者とか、責任体制がはっきりしない。 

 

（F） テロ対策も、海外ではやっていても、日本ではそれは起こらないからといって、後

手後手に回っていたところがあって。それでは駄目だということで、今はほとんど一から

やり直している状態なのですけど。そういった反省はありますね。 

 

―― ポリシーがなさすぎますよね。全量再処理なのか、全量処分なのか。 

 

（F） それはもうはっきり言って、はしごを外されたと思って。最初はリサイクルをやる

はずだったのに、いつの間にか、どうしたんだっていう感じで。 

 

（サブ F） まずは、全部貼ってしまいましょう。 

 

―― 情報があればいいかなと思います。やはり信頼が前提なのですけれども、専門家に

よる広報的な説明、広報的というのは分かりやすいという意味ですが、そういう説明が必

要だと思います。 

 

（サブ F） 一般の人向けということですか？ 

 

―― そうです。まあ、いろんな意味で。 

 

（F） 確かに、信頼が前提ですよね。 
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―― ええ、大前提ですよ。信頼がなかったら何を言っても信じてもらえないので。 

 

（サブ F） そちらの方、先ほど書かれていませんでしたか？ 

 

―― いや、ちょっと場違いだったので。 

 

（F） では、私の意見ですけれども。 

 カリスマじゃないですけど、総合的に何か見る人が出ないと。休憩中に、原子力委員会

の近藤先生は全部説明できるはずという話がでましたけど、1 回原子力委員会とか安全委員

会が叩かれると、とたんに誰も委員長をやりたくならなくなったじゃないですか。規制委

員長もやっと出てきたというか。そういう矢面に立たされることが、なんていうのかな、

ダメというか。 

 例えば、何かテロとかが起こると、軍事評論家がやたらとテレビに出てきて、嬉しそう

にとうとうとしゃべっているではないですか。だけど、原子力に関してはそういう人はい

なくて。皆、否定調でしゃべっている感じがあって。 

 

―― そういう人を選んでいるのではないですか？ 

 

―― ええ、それはマスコミの影響ですよね。反対派を連れてきたほうが受けるから。 

 

―― それはありますよね。 

 図書館に行っても、100 冊くらいの本の中に、推進するのと、認めているのは 2 冊くらい

しかないですよ。公平に読もうと思っても、資料すらないのですね。 

 

―― 行政的にどう仕組みを作ってそれを運営するかという、マネジメントの専門家が、

日本ではちゃんとしていないのではないかと思います。マネジメントの専門家という制度

を少しはっきりしないと、総合的な施策とか対策なんてできない。 

 

（F） そうですよね。福島で事故が起こったときも、専門家が出てきてしゃべったけど、

難しいことをしゃべっていて、一体それが何なんだと。理解が難しかったと思うのですよ

ね。 

 

―― 保安院のスピーカーの方も、技術屋ではなくて、事務系の方ばかりで。最初技術系

の人が出てきたけど、ごちゃごちゃになって。 
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―― あれ、そうでしたっけ？ 皆技術系じゃないんですか？ 

 

（F） 途中でやめちゃったんですよね。 

 

―― 最後の人は技術系ですよね。 

 

（サブ F） 先ほどのご発言は、こんな感じでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） どこに貼ったらいいですか？ でも関心ですから、こちらですよね。 

 

（F） なんか、どうやって発表したらいいのか分からないですね。 

 

―― そこはプレゼンの仕方で、①に重きを置くとか、いろいろごまかし方はあるじゃな

いですか。 

 

（F） 時間切れになるとか（笑）。 

 

―― いえいえ、②、③は軽く、こういう意見がありましたと。 

 

（サブ F） ここにインパクトをつければ、あとはさらりとでもいいかもしれませんね。 

 ①はいくつかのテーマが出ていますよね。学校教育だけでいいのかという反省も出てい

るし。それがすごく大事だと思うのですよ。やり方もあるし、誰がするのかもあるし。ど

こまでやるのかもあるし。今でこそ当たり前になった環境教育基本法くらい浸透すればい

いんじゃないかというご意見もあるし。 

 

―― 今の中学生は、ごみのリサイクルを教わっているのですか？ 

 

（サブ F） 教わっていますよ。 

 

―― もう 10 年以上。拠点校制度というのがあって。 

 

（サブ F） 下手な大人より知っています。 

 

―― でしょうね。我々は教育を受けていないから。 
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（サブ F） だから、教育はすごく大事だと思いますね。 

 

―― そうですね。私はちょっと子供たちと接する機会があって、自然観察会とかに連れ

ていくのですけど、ビニル袋 1 つ持たせておくと、ごみ拾いをしてくれるのですよ。 

 

―― すごい教育が行き届いていますね。 

 

（サブ F） 教科書にいろいろなリサイクルが載っていますし。自動車リサイクル法まで載

っています。 

 

―― ええ。分別も、自分たちで役割を決めてきっちりやるので。 

 

（サブ F） 先ほどおっしゃったように、環境教育基本法がかなり定着しているということ

ですよね。 

 

―― そのときに、でも、学校の先生に対する教育はどうしたのでしょうね？ 

 

―― いくつか拠点校を選んで、発表会をしたり。それでまた次に、いろいろレベルアッ

プのやり方を、トライアンドエラーでやっていったのですよ。 

 

（サブ F） それと、それに対する副読本がありますよね。 

 

―― 上から言われたというよりは、ボトムアップ的にやったということですか？ 

 

―― 最初は専門家というか。 

 

―― ああ、やはり（専門家を）連れてきて。そこから始まって、その後は自分たちで、

ということですね。 

 

（サブ F） 私たちみたいな素人でも、学校に呼ばれるようになったんですよ。出前授業み

たいな。 

 

―― 私もいつも呼ばれているので。 

 

（サブ F） すそ野が広くて、多様な人をいろいろ登用していますよね。 
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―― 出身の小学校に呼ばれて、ちょっと話してくれみたいに言われて。勘弁してくださ

いよっていう感じだったんですけど。 

 

（サブ F） でも、子供からしたら、いつも学校で習っている先生よりも、新鮮に聞けます

よね。 

 

―― はい。最終的にはそういうことを地道にやっていくしかないんじゃないですかね。 

 

（サブ F） 専門家じゃないんだけれども、家庭でどうやって分別するかとか、それがどう

なるかみたいなことを、おばさんが話すわけですよ。 

 

（F） 放射線を測るわけでもないから、普通の人が行って出張授業は難しいですね。 

 

（総合 F） あと 3、4 分で共有の時間にしたいと思います。ご準備をお願いいたします。 

 

（サブ F） でも、普通に生活をしていそうな人、原子力の専門家ではない人が話すことも、

広まりますよね。 

 

（F） そうですね。それが望ましいのでしょうけれども。 

 

―― 逆に我々は、締め付けが結構厳しいからじゃないですか？ 副業禁止だし。 

 

（サブ F） それは事故の後ですね。事故の前はどうだったのですか？ 

 

―― 事故の前も、基本はダメですね。副業禁止だし。 

 

―― 原子力学会の中で、こういう活動をする専門の人を選任してはどうですか？ 

 

―― ちらほらやっていると思いますよ。でも、まだ、あまり大がかりではないですね。

学校のほうで受け入れ体制ができていないからだと思いますけど。 

 

（F） 若手の助教さんとかが、中学校とかに行って、放射線の話とかをしていたみたいで

すけど。 

 

（サブ F） 終わってしまいましたけど、ゆとり教育のときに、やろうと思えばできたのに、
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と思いますよね。 

 総合学習の時間で、何度も呼ばれて、リサイクルの話をしたことがあるのです。交通費

しか出せませんって言われて、2 時間くらいかけて行ったときもあって。 

 

（サブ F） 義務教育の、まだ本当に何も色がついていない子供時代に、そういう一般的な

教育から、原発がどうだじゃなくて、原発も含めて、 

 

（サブ F） 放射線のでしょう？ 

 

（サブ F） そう、放射線。一般的に、一番知りたいのはそこだと思うのですよ。放射線は

体にどんな影響を与えるのか。最終的にそこが知りたいんだと思うのですよね。 

 

―― 確定していないですよね。 

 

―― たぶん、症状は無理だと思うのですけど、どういうふうに作用するのかは。 

 

―― 福島が起きたときに、私が一番怖いなと思ったのは、今年、水俣病、イタイイタイ

病の影響が出る人が、6500 人ってどっと出たのですよね。 

 

―― それは（水俣病特別措置法の）締切だったから？ 

 

―― というより、孫や子供の結婚や就職が終わったからだと思っているのですよね。 

 

―― ああ、そうでしょうね。差別されちゃうから。 

 

―― 結局、福島に対しても、これからそういうことが出てくる可能性があるんじゃない

かと思うのです。あそこの出身だから、放射線を浴びているから、結婚とか就職に問題が

起きる、って。 

 

―― ガンがどうして増えるかっていうのは、 

 

―― 漠然としているので、余計。ないよと言われても、信じられるのかというと。 

 

―― そうですね。どうしても放射能って、何年後とかそういう長い話になってくるので。 

 

（総合 F） ありがとうございます。話し合いはまだまだ続いているんですけれども、質問
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の答えに関して、共有の時間を進めていきたいと思います。 

 

（サブ F） 発表はどうしますか？ ファシリテーターさんでいいですか？ 

 

（F） はい。フォローをお願いします。 

 

（サブ F） 皆さんでフォローをしましょう。 

 

＜終了＞ 


